
- 1 - 

令和２年９月市長定例記者会見 記録 

令和２年９月 28 日(月) 

午前 10 時～午前 11 時 

 

発表案件 

 

１ 防災拠点となる庁舎整備の方針について  

防災拠点となる庁舎整備につきましては、市民説明会及び意見書の募集を通して多くの皆様から

ご意見をいただいたところでございます。総数の 824 件のうち半数以上が反対でございました。し

かしながら、意見書として意見理由をしっかり記載していただいているものは、そのうち 513 件で

あり、そこでは賛成が半数以上を占めているという結果でございました。賛成・反対いずれにいた

しましても貴重なご意見として受け止めているところでございます。本当にご意見ありがとうござ

いました。いただいた主な意見を紹介いたしますと、「市民が交流できて気軽に立ち寄れる図書館、

食堂、調理場、キッズスペースなどが入った４階建ての複合施設等のご要望」がございました。ま

た、「合併特例債を活用して、将来に負担がない、負担を残さない庁舎建設をすすめてほしい」とい

うご意見もいただいておりますし、また、「災害時に防災拠点としてしっかり機能する安全で強固な

建物を建設してほしい」、「佐渡産材を利用してほしい」というようなご要望を踏まえたご意見も多

数ございました。主な反対意見としましては、「ハザードマップの浸水地域になっている場所に建設

するのはどうか」、また、「新庁舎建設よりも人口減少対策を重要に考えるべきで、これから先何十

年も佐渡で暮らす年代の意見を吸い上げてほしい」、「支所・行政サービスセンターの活用を考える

べき」などのご意見もいただいたところでございます。 

 このような賛成・反対それぞれのご意見の内容をしっかりと精査したうえで、私ども佐渡市の将

来として、まず必要かつ将来に渡り有利なものは何かという点を考え判断をし、今回必要かつ最小

限のコストで対応できる３階建ての庁舎の設計等の予算を議会のほうに議決をいただいたところで

ございます。なお、市民の皆様からいただいたご意見を踏まえ防災拠点庁舎の機能として見直した

点は、緊急時に障がいを抱える方や高齢者、妊婦、小さなお子様をお連れの方など社会的弱者の方

が一時的に避難できるような庁舎機能を検討していくというふうに考えているところでございます。 

 このたびまた、市民の皆様のご意見をいただいて３階建ての庁舎が必要とした判断の理由といた

しましては、まず一つ目は「防災拠点として業務が継続できる庁舎が必要である」という点でござ

います。これは東日本大震災もそうでございますが、熊本地震を鑑みても、もし地震があった時に

機能が維持できる、業務が継続できる体制づくりが指摘されているところでございます。こちら写

真が出ていると思います。これは熊本地震の際に被災された益城町の庁舎、また、避難所となった

建物の写真でございます。益城町の庁舎は耐震整備は終了しておりました。しかしながら、この内

部、内装のほうが崩壊したことによって、庁舎が使用できなくなった事例でございます。この後テ

ント等により災害対策本部を設営したことから、災害への対策に大きな影響があったというところ

も報道で拝見しているところでございます。このことも踏まえ、国では令和元年でございますが行
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政庁舎の建築設計基準を改定し、天井や窓、サッシなどの非構造部材の耐震設計が明確化をされた

ところでございます。実は現在の庁舎にすぐにでも経費が要るというのは、ここの長寿命化の問題

が一つでございますが、実はこの非構造部材、ここをしっかりと対応していかなければならないと

いう点で現在の庁舎の修繕がすぐにでも経費として要るという理由でございます。今後の防災拠点

庁舎につきましては、災害時の司令塔として国、県、消防署、支所・行政サービスセンター、地区

支部等と連携しながら、現場把握、情報収集、指揮命令が迅速に確実に行えるものでなければなら

ず、早急に整備する必要がある。これが必要な点の一つ目でございます。 

 もう一つの判断としましては、防災拠点庁舎を建てる建てないの議論をした時に、25 年後までの

庁舎整備の事業費を比較したところ、おおよそ 38 億円の一般財源が削減できるということも理由の

一つでございます。この財源、将来的には子育て、人口減少対策等に活用していきたいと現在判断

しているところでございます。そしてもう一つですが、実は将来の庁舎のあり方についても検討し

ております。現在 15 年後までに現庁舎をはじめ国中の佐和田、畑野、真野の行政サービスセンター

及び羽茂支所、これらの庁舎で耐用年数が終わってしまいます。長寿命化をはかるという仕事をし

ていくわけでございますが、おおよそ 25 年後を目途になかなか使用が老朽化により難しくなるだろ

うというふうに判断しておるところでございます。その時に必ず一つは防災の拠点になる庁舎が必

ず要るというふうに考えております。こういうことから、耐用年数 80 年程度の防災拠点庁舎が一つ

あることによって、コストも削減でき、防災への強化もできるというところが一つ大きな判断材料

となっているところでございます。 

 また、昨年までの計画では、おおよそ昨年６億 7,000 万円といっておりましたが、先ほどの内装

部材、内装の部品等、非構造部材のほうを修繕をしていくと約 10 億 1,000 万円ほどかかるという計

画でございます。この計画につきましては、現計画では防災拠点庁舎建設と現庁舎の改修を合わせ、

おおよそこの２つをやることによって 13.8 億円になります。差額のおおよそ 3.7 億円、これが一旦

かかることになるわけでございますが、25 年後までの総事業費を比較しますと、おおよそ 38 億円

の削減が可能になるということは現在判断しておるところでございます。それと併せまして現庁舎

も長寿命化改修が全部終わりますので、おおよそ 25 年は安心して使えるというふうに判断している

ところでございます。 

 このたびの防災拠点庁舎の整備につきましては、急いでいるというご指摘もいただいているとこ

ろでございますが、合併特例債の活用期限が令和５年度までということになっており、それまでに

工事が完了していなければならないというのも一つの要件でございますので、今議会への設計等の

予算を提案させていただいたというところでございます。 

 また、多くの皆様から提出いただきました意見書のまとめにつきましては、明日より佐渡市ホー

ムページ、各支所・行政サービスセンター、図書館・図書室において閲覧ができるようにいたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

 一点、庁舎とちょっと直接的な問題と少しずれますが、現在市民の皆様から大きくご指摘をいた

だいてるのは地域づくりというふうに考えておるところでございます。人口減少を踏まえ合併 17

年の結果、経過なども踏まえて、地域づくりをどのようにしていくんだというご指摘を多くいただ

いているところでございますので、支所・サービスセンターを地域の拠点としながら、地域の特色
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を生かし、地域づくりをもう一度進めていく。そこを強い決意を持って取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。 

 

２ 「新しい生活様式」対応への事業所支援の２次募集について  

 新型コロナウイルスの感染拡大防止と社会経済活動を両立し新たな生活様式の定着を促進するた

めの事業所支援の２次募集を 10 月１日から開始をさせていただきます。具体的な支援の内容ですが、

トイレの洋式化などの飛沫防止対策、換気、自動水栓、自動ドアなど非接触のための工事等に係る

改修費用を補助率４分の３以内、上限 50 万円まで助成をいたします。また、マスクや消毒液などの

衛生用品や消耗品の購入費用も補助率２分の１以内、上限 10 万円まで助成し、他にも空気清浄機や

換気機能を持つエアコンなどの備品購入費用を補助率４分の３以内で上限 10 万円まで助成をいた

します。今回の２次募集、ちょっと前回期間が短かったというご指摘や経費的に使いにくいという

ご指摘も受けており、２次募集を進めておるところでございますので、申請期間を 10 月１日から来

年の２月 26 日まで設けるほか、補助事業対象期間を４月１日からの購入になるようにも見直したと

ころでございます。予算の上限等もございますので、詳細につきましては地域振興課商工・雇用推

進室まで、63-4152 でございますが、お問い合わせをいただきたいというふうに考えております。 

 

３ インフルエンザワクチン接種費用補助金対象者の拡充及び早めの接種のお願いに

ついて  

佐渡市では新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を少しでも抑制するた

め、例年実施している佐渡市インフルエンザワクチン接種費用補助事業の対象者を令和２年度に限

り拡充いたします。拡充する対象者は当市に住所を有する方で、年度末年齢 16 歳から 18 歳の方で

ございます。平成 14 年４月２日から平成 17 年４月１日までに生まれた方ということになります。

あと妊婦さんでございます。高校生は学校という集団環境でのクラスター発生を予防すること、ま

た、高校３年生につきましては、受験シーズンで島外への往来機会が多くなること、また、妊婦に

つきましては特に重症化しやすい方のため、これらの方々に補助を拡充するものでございます。予

防接種にかかる費用の２分の１を市が補助いたします。対象となる方には個別に通知文書を発送い

たしますので、医療機関へご予約のうえ、接種くださいますようお願いいたします。なお、今シー

ズンは特に新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が懸念され、インフルエ

ンザワクチンの需要が高まる可能性もございます。こうした状況を踏まえ、厚生労働省ではインフ

ルエンザワクチンの優先的な接種対象者への呼びかけを実施しておるところでございます。佐渡市

においても 65 歳以上の高齢者・医療従事者・基礎疾患を有する方・妊婦・生後６か月から小学校２

年生につきましては重症化しやすいことから、早めの接種をおすすめしているところでございます。

また、市民の皆様にも重症化しやすい方々が早めに接種できるようにご協力をいただきたいという

お願いも併せてさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

４ 佐和田児童クラブ遊戯室の開放について  

 子育て世代の皆様が天候に関係なく親子で利用できる遊び場として、10 月から佐渡中央会館内に
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ある佐和田児童クラブの遊戯室を開放いたします。開放は児童クラブが使用しない日曜・祝日に限

り行い、初回は 10 月４日日曜日から開始いたします。開放する時間は午前９時から午後５時までと

なっております。ご利用になれる方は小学生以下のお子様とその保護者となっております。特にこ

れから冬に向けて天候の悪い日が増えるわけでございますので、そういう際にご利用を特にいただ

ければというふうに考えているところでございます。また、新型コロナウイルス感染症もしくは今

後インフルエンザの予防等もございます。混雑した場合は入室人数を制限させていただく場合もご

ざいますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。利用料は無料ですので、日曜日、祝日に「あ、

開いてるな」ということで親子の遊び場として、ぜひご利用いただければというふうに考えている

ところでございます。 

 

５ 令和２年度 成年後見セミナーの開催について  

認知症高齢者や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方が、ご自身の権利や

財産を守り、自分らしく安心して暮らせる地域づくりを目指し、成年後見制度の正しい理解や成年

後見制度の利用促進を図ることを目的として、10 月 19 日に金井コミュニティセンターにて成年後

見セミナーを開催いたします。講師に元裁判所書記官渋井保之氏のほか、新潟お笑い集団 NAMARA

の大野まさや氏をお招きし、「知らないと損する成年後見制度 アレコレ活用法」についてご講演い

ただきます。対象は市民の方で、先着 50 名とさせていただきます。申込み締め切りは 10 月 14 日水

曜日でございますので、参加を希望される方は佐渡市社会福祉協議会、電話 81-1155 までお申し込

みください。なお、新型コロナ感染症対策により、セミナー参加の際はマスクの持参・着用等をお

願い申し上げます。 

 

事前質問 

 

１ 令和元年度「佐渡市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書」で指摘された「健

全な財政運営を図るための令和２年度以降の財政計画が作成されていない」理由を説明

してください。その後、財政計画が作成されたならお示しください。その際には、人口

減による税収や借金、その返済による影響についての見通しをデータで示して下さい。 

市長： 

財政計画等でございます。令和２年度の財政計画につきましては、これまでの最上位計画「第２

次佐渡市将来ビジョン」の中の項目の一つとして、昨年度中に内側といいますか我々市役所内では

形ができている、数字的にははじき出しているというところでございます。そういう点で予算編成

上には支障は現段階ではない状態でございますが、前市政において将来ビジョンの議案上程が見送

られ、４月の市長選挙後の新しい体制に委ねられていたため、市民の皆様にお示しすることができ

ず、ご指摘いただいたものと考えているところでございます。 

10 年後の財政見通しにつきましては、税収については、一定の人口減少が見込まれることから、

令和 11 年度はおおよそ 44 億 5,000 万円で、今年度の当初予算額おおよそ 50 億 7,000 万円と比較し

て、おおよそ６億 2,000 万円程度の減少を見込んでいるところでございます。また、今回ご心配さ
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れた起債の問題でございますが、前年度末の起債の残高はおおよそ 545 億円でございます。令和 11

年度にはおおよそ 377 億円程度まで減少し、財政健全化の判断基準となる実質公債費比率につきま

しても令和 11 年度までの 10 年間では 14％から 16％程度と見込んでおり、早期是正措置が必要とな

る 18％を超えない範囲で推移すると見込んでおります。人口減少によって予算規模等は一定程度縮

小傾向になることが予測されておるところでございます。歳入の確保、事務事業の見直しなどの歳

出削減を行い、持続可能な財政運営に努めることは本当に重要でございますし、今後の財政計画に

つきましては、次期最上位計画の佐渡市総合計画の策定に併せて、新型コロナウイルスの状況など

の社会情勢等を踏まえ、来年度中にしっかりと策定し、お示しをしたいと考えておるところでござ

います。 

 

２ コロナ禍による佐渡市経済への影響を解説してください。その結果、今年度の税収

など歳入はどうなるのか、見通しを伺います。 

市長： 

これにつきましても４月から色々と現場のほうと話をしながら検討しておるところでございます。

市が事業者に対して行ったアンケート結果では、８月において新型コロナウイルスの影響があると

回答した事業所は約 85％でございます。また、昨年８月の売上との比較を尋ねたところ、50％以上

減少した事業所は約 25％ございました。業種別に見ると、宿泊業、飲食業の落込み、ここが顕著で

ございます。一方、建設業、卸売・小売業といったその他の業種では全体的に大きな落込みは見ら

れていないというのも現状でございます。 

併せて雇用の状況でございます。全国的に雇用の悪化が今いわれておるところでございますが、

佐渡市内では二、三社、数名の解雇は見られましたが、現段階では大きな影響は出ていないという

のが現状でございます。しかしながら、これにつきましては今後影響が出る首都圏の動き、都市部

の動きによって影響が出る可能性もございますので、しっかりと状況を把握しながら対応を考えて

いきたいというふうに今進めているところでございます。いずれにいたしましても、いくつかの経

済対策、弱いところに適切に打っていきたいということで実施をしてきたところでございますが、

これまでの支援策を検証しながら、今後の感染症の状況、また、国・県、国の方も三次補正等の話

も少し出ておるというふうに報道等でございますので、そういうものを見極めながら、また対応策

を検討していきたいと考えているところでございます。 

今年度の税収の見通しとしましては、新型コロナウイルス感染症の影響による社会経済活動の停

滞、また、観光客の減少等で、市町村の税収としてある中で法人市民税の減収や入湯税の減少など

が見込まれておるところでございますが、佐渡市においてはこれらの税は市税に占める割合が低い

ため、約６％、金額で３億円程度でございますが、全体の税収減としては小さめな要素であると見

込んでおるところでございます。一方で、今年度の税制改正により市税の徴収猶予の特例制度が設

けられております。これは特例ということですので、税収が入ってこないというわけではございま

せんが、この特例として新型コロナウイルスの影響により事業等の収入が概ね２割以上減少してい

る場合、１年間の納税の猶予が受けられるというものでございます。この徴収猶予についての本年

度の税収減としては、おおよそ 5,000 万円程度ではないかと見込んでおるところでございます。こ
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れが今年度の税収減要素の考え方でございます。 

 

３ 秋の四連休中の入り込み数と、数を踏まえたご所感をお聞かせください。 

４ 政府の観光支援策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で 10 月から東京が対象となりま

す。観光振興と感染防止の両面から、ご所感、考えておられる対応をお聞かせください。 

市長： 

まずは秋の四連休中シルバーウィーク、９月 19 日から 22 日でございます。その期間、４連休中

に佐渡を訪れていただいた方は 12,964 人と試算しておるところでございます。これは昨年のシルバ

ーウィーク、昨年は３日でございましたが、それと比較してもおおよそ 64％上昇しているというこ

とでございます。増加の要因、徹底的な分析はまだできておりませんが、状況を聞く中では国の Go 

To トラベル、新潟県の「つなぐ、にいがた。」などの経済対策のキャンペーンや市で実施している

ポイントバックキャンペーンなど経済対策における複数のキャンペーンの成果が出ているのではな

いかと分析しているところでございます。コロナ禍において、まだまだ年間を通して入込状況を取

り返している状況ではございませんが、クリーン認証制度をしっかり受け入れのベースとしながら

様々なキャンペーンがうまく機能したというところが９月の状況だったというふうに判断しておる

ところでございます。 

Go To トラベルについてでございます。国の直接事業の関係で我々ちょっと今状況を全て正確に

把握はできないところでございますが、佐渡汽船の旅行商品等は GoTo が東京の対象になってから販

売が大幅に伸びたということで聞いております。９月の対前年度でこの GoTo の対象になった旅行商

品自体は 58％の伸びがあったと。この旅行商品ということでございます。58％の伸びであったとい

うことでございます。また、全国ニュース等で佐渡が選ばれているという報道もありましたが、こ

れは逆に佐渡、新幹線、ジェットフォイル等、コストが少しかかるということで、割引率が有利な

ことから、せっかくなんで行ってみようというような行動が表れているというふうに私ども分析し

ておるところでございます。Go To トラベル事業をご利用いただく皆様へということで GoTo 本体が

やはり新しい生活様式とか３密の問題をお客様に発信しておるところでございますので、私ども自

身もクリーン認証を最大限にお客様に知っていただき、それをまた観光、誘客の対象の施設の方を

含めて取り組んでいただき、感染予防を徹底した上での受け入れを進めていくということがこれか

らの大きな方向になるだろうというふうに考えております。 

 

５ 新庁舎建設について、市民意見では反対が賛成を上回りました。改めて、なぜ新庁

舎の建設が今必要だと考えるか、今後どのように市民に説明されるかお聞かせください。 

市長： 

 これにつきましては一つ目でご説明したとおりでございます。やはり防災拠点の強化、これが急

がれること。そしてもう一つ 25 年間の維持費、将来の庁舎の建設費を含めていくと約 38 億円程度

の一般財源を削減できること。こういうところが非常に大きな要因であることは間違いはございま

せん。今後ですが、先ほど申し上げましたが、ホームページ、支所・サービスセンター等の窓口、

図書館、図書室等を通しながらしっかりとこの考えを市民の皆様にわかりやすい資料で提示しなが
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ら見ていただくということも取り組んでまいりますし、今まだ日程等はちょっと含めておりません

が、これから秋以降に向けてタウンミーティング等も私自身も現場に出ながら色んな意見を聞いて

いきたいと考えておりますので、そういう中でまた色々庁舎の問題だけではございません。様々な

地域の問題とか地域の振興等の意見を市民の皆様と交わしていきたいと考えておりますので、これ

は日程調整を今後しながらぜひ進めていきたいと考えておるところでございます。 

 

６ 高速カーフェリー「あかね」の売却を含む佐渡汽船の経営全般について、前回の定

例記者会見以降何らかの動きがあればお聞かせください。また今後、関係４団体のトッ

プ会談など協議の日程は決まっているでしょうか。 

市長： 

 先週知事が記者会見で発言されておったようでございます。佐渡汽船の経営状況、やはり問題、

非常に厳しい。まだ今これから債務超過解消の対策を含めた経営改善、ここが一番の最優先に今な

っている状況でございます。そういう点でジェットフォイルの建造契約等も延期せざるを得ないと

いう状況になっておりますし、そういう点で県も市も補正予算の計上を今見送っている状況でござ

います。また、あかねの売却の問題を含む小木直江津航路の問題でございますが、何度も申し上げ

ておりますが、佐渡汽船の経営をこの後どのようにしていくのかと。ここをこれから、なかなか厳

しいとは思いますが、できる限り継続しながら持続的な経営ができる、そういう改善計画、そこに

ついて今最終で色んなお話をしているところでございますので、やはりそこがきちっと明示された

上で県と市町村と自治体としっかりと話を進めていくべきだというふうに考えておりますので、そ

の状況でございますので、まだ日程等は決まっている状況ではないというところでございます。 

 

７ 25 日に佐渡中等教育学校の関係者らが県教育長を訪問し、副市長も同席されまし

た。要望の内容を改めてお聞かせください。また県教委にどのような議論を望むのか、

市ではこの問題にどう対応されるのかについても伺います。 

市長： 

 ９月 25 日に副市長が佐渡中等教育学校の PTA 会長をはじめ関係者の皆様、また、県議会議員の皆

様含めて県教育長を訪問し、佐渡中等教育学校の存続及び学校運営協議会の設置について要望して

まいったところでございます。私自身もぜひ行きたかったのですが、議会最終日ということで副市

長のほうに一緒に行ってもらったという次第でございます。県教育委員会では９月 10 日に県立中等

教育学校の今後のあり方を検討する県の有識者委員会の初会合を開催し、本年度末にも検討結果を

まとめるとしております。当市でもこれまで学校関係者のほか、中等教育学校の PTA 役員、保護者

の皆様と意見交換をさせていただいており、今後できるだけ早い段階で佐渡における中等教育学校、

県立高校のあり方について協議、検討する場を設け、年度内に地域が考える将来のあり方を県教育

委員会に示したいと考えております。しかしながら、今後の学校の魅力化、また、離島留学等も含

めながら抜本的にこれからのことを考える場としていきたいというところから、今年だけではなく

て来年度以降も議論できるような体制を考えていきたいというふうに考えているところでございま

す。そういう中で本年度末に一度県のほうに PTA の方と意見をまとめて要望をしていきたいという
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ふうに考えているところでございます。こういう形で検討していくということで今準備を進めてお

りますので、できる限り早い形で意見交換を始めていきたいというふうに考えております。 

 

８ 菅義偉内閣が発足しました。佐渡市は拉致問題の解決や離島振興、佐渡金銀山の世

界遺産登録推進など、国との連携が必要な課題が多くあります。新政権への所感や要望

をお聞かせください。 

市長： 

 菅総理大臣や加藤拉致問題担当大臣、実は共に安倍内閣時代から拉致問題担当大臣を歴任されて

おるところでございます。拉致被害者、そのご家族の高齢化という現状は十分にご承知いただいて

るというふうに私自身思っております。そういう部分では今後も最大限の努力をしていただき、解

決に向けて早急に取り組んでいただきたいと強く望んでおりますし、リーダーシップを持つ内閣と

して大きな期待をしているところでもございます。 

 離島振興の問題につきましては、地方創生を柱にした離島振興につきましては、これは今地方の

過疎化も含めまして地方の衰退が叫ばれる中、国土の均衡ある発展、これが総体的な日本の人口減

少を防ぐという政策に繋がると考えておりますので、国の重点施策として、引き続き強いリーダー

シップで取り組んでいただきたいと期待しておるところでございます。 

 世界遺産につきましては、これは実は萩生田大臣は留任ということで、今までもいろんな形で知

っていただいているところでございます。そういう部分で萩生田大臣にも色々お願いをしてまいり

ましたし、先の安倍内閣の時から文化庁と協働で国内候補選定やイコモス対応に向けた作業も積み

重ねてきたところでございます。文化審議会からは「次の有力な国内候補である」というままで、

今現在もそのままでいるというふうに判断しておりますので、菅内閣におきましてもこれまで同様

に国・県と連携しながら世界遺産登録をしっかりと来年度の登録に向けまして目指して進めていき

たいというふうに考えておるところでございます。 

 

質疑応答 

 

１ 防災拠点となる庁舎整備の方針について  

記者： 

 これの４ページの現在の計画というところの約 13.8 億円で防災拠点庁舎建設と現庁舎改修工事

ですけども、これ今までいただいた資料には、防災拠点庁舎建設 28.6 億、現庁舎改修 8.3 億、数字

が異なってるんですけど、これはどういう意味・・・。 

企画課長： 

 今見ていただいているこの表につきましては、25 年間の事業費、委託も含めた中での積算をさせ

ていただいております。先ほどの市長が発言いたしました 13.8 億円、こちらにつきましては、すみ

ません、この次の絵を見せていただくと、こちらが例えば今 28.6 億円が合併特例債を活用して９億

6,000 万円になります。現庁舎の改修が８億 3,000 万円かかるのが４億 2,000 万円になりますと。

実質の負担が、これ足しますと 13 億 8,000 万円ということで発言をさせていただいたところでござ
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います。 

記者： 

 佐渡市の負担額ということですか。 

企画課長： 

 はい。佐渡市の負担額です。前計画では 10 億 1,000 万円の佐渡市負担となります。現計画では

13 億 8,000 万円の佐渡市の負担というような形で発言させていただいております。 

 

記者： 

 昨年までの計画のおおよそ 10.1 億円も市の負担額の意味で書かれてますか。 

企画課長： 

 昨年まで 6.7 億円ということで公表させていただいておりましたが、そこに加えて非構造部材、

そういったものを加えた中で恐らく 10.1 億円かかるだろうということで試算させていただいてお

ります。 

記者： 

 市の負担額という意味でよろしいでしょうか。 

企画課長： 

 市の負担額という解釈でお願いいたします。 

市長： 

 すみません、旧計画は基本的に合併特例債は全く使えませんので、あくまでもこの 10.1 億円は市

の負担ということになります。現計画ですと先ほどちょっとわかりにくくて申し訳ありませんが

36.9 億円の事業費のうち、13.8 億円が市の負担になると。これは庁舎を造った上にこの古い庁舎の

長寿命化と防災等の仕事も、新しい庁舎とやる場合には合併特例債が活用できる。そういう考え方

でございます。 

 

２ 「新しい生活様式」対応への事業所支援の２次募集について   

記者： 

 これ補助予算の総額はおいくらですか。 

市長： 

 実は７千 700 万円の予算をとったのですが、１次募集が今 2,362 万 8,000 円の申し込みがござい

ましたので、全額全てを２次の予算として 5,337 万 2,000 円を今回の予算として見込んでいるとこ

ろでございます。 

 

３ インフルエンザワクチン接種費用補助金対象者の拡充及び早めの接種のお願いに

ついて  

記者： 

 拡充前の対象と、市が２分の１補助した場合の個人が負担する額はおいくらですか。 

市長： 
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 拡充前の対象というのは人数ですか。それとも年代ですか。 

記者： 

 例えば拡充されるのが 16 歳から 18 歳の高校生と妊婦さんが拡充されてくるわけですよね。増え

る前の対象・・・。 

市長： 

 増える前は中学生までと 65 歳以上の高齢者の方が対象でした。今回感染症ということで、特に大

学等にこれから３年生はなりますし、また、学校がクラスターにもならないようにということで支

援の枠を増やしたものでございます。金額につきましては、医療機関によってちょっと若干違いま

す。インフルエンザについては。予防接種で医療ではございませんので、ちょっと若干違いますが

3,200 円から 4,800 円で各医療機関のほうが実施しておるというふうに私どもの調べでは聞いてお

りますが、その受けたのを２分の１をご支援するというスキームでございます。 

 

４ 佐和田児童クラブ遊戯室の開放について  

記者： 

 児童クラブ遊戯室の開放ってのは、これは毎年行っているものなんでしょうか。それとも今年初

めて行うもの。 

市長： 

 実は佐渡こうやって天気がいいと外で遊ぶところ沢山あるのですけども、子育て世代の方から、

あまり雨とか天気が悪くなると遊びに行くところがないと。小さい子どもさんたちがどんどん活動

できるような、特に冬になると寒いとか色んなあれがあって、外に出れないということのご意見を

様々いただいておりましたので、今の佐和田の施設を拡充するのと併せて、本当の旧議場でござい

ますが、そこを子どもたちの日祝だけですが遊び場にして、冬でもどんどん遊んでいただきたいと

いうふうに考えております。こういう取り組みは基本的にこうやって佐渡全体に大きくやるのは初

めてでございます。 

記者： 

 いつまで実施するかを。 

市長： 

 基本的にこの後ずっと日祝についてはこれから始めますので、いつまでではなくて真夏に必要か

とか色んな議論はあると思いますので、使っている方々とまた意見交換しながら考えていかなけれ

ばならない点だとは思っておりますが、基本的にはこれからずっと続けていきたいというふうに考

えております。 

 

記者： 

 関連で２点お願いします。今回佐和田児童クラブの遊戯室を開放するということで、それでまず

その一か所ということでよろしいですか。今後その利用状況を見ながら、また拡充も含めて検討さ

れると思うんですけども、今後恐らくその児童クラブ遊戯室も市内にいくつかあるかと思うんです

が、そういう拡充等も含めてまずは今回の利用実績を見ながらってことになりますか。 
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市長： 

 本当に佐和田は若い人が集まる場所という佐渡の中でも認識もございますし、スタートとしては

最適な場所だと私自身は考えておりますが、他もちょっと遠くてあれですけど遊びたい場所が必要

だろうという判断はしておるところでございます。ただ、既存の施設等で安全に子どもたちが遊べ

るというところがまた安定して日にちを設定できるというところについてはこの後色々その施設ご

とに違いますので私自身もできる限り増やしていきたいとは考えておりますが、その施設の調査、

利用等を含めながら、また屋内で遊べるようなものを今後の検討材料だというふうに考えておると

ころでございます。 

記者： 

 もう１点お願いします。その他の中で今回新型コロナウイルス感染症の予防ということで、混雑

時は入室人数を制限すると。となると例えば何も特に申込みもせずに行っても、結局人数がいっぱ

いいれば入れないことも考えられるので、例えば利用したい時に事前に予約とか、問い合わせとか

っていうのは今後なってくると思うんですけど、その辺りいかがですか。 

市長： 

 そうですね。まずはしっかりご利用していただいて、今佐渡も出ていない状況でございますので、

ご利用いただいた上でまたご意見を聞いて、本当にそういうふうに特に雨の日なんかは、密になる

かどうかも含めながら予約申し込み等もちょっと状況によれば考えていく必要があるとは思ってい

ます。ただ、現段階ではちょっとフラッと来て、「あ、あるね。」とか、あまり面倒じゃなくて、佐

和田でご飯を食べるついでにちょっと遊んでいこうかとか、そういう気楽な思いで使っていただけ

ればと思っておりますし、密になるような場合は、これはこの施設で作っておりますが、ガイドラ

インももちろん必要になりますので、やはり図書館等と合わせながら、例えば時間制限をしていく

とか、そういうことも踏まえて考えていくことだというふうにも考えておりますので、その辺ご意

見をいただきながらコロナウイルス対策のガイドラインの中でも考えていきたいと考えております。 

 

５ 令和２年度 成年後見セミナーの開催について  

なし 

 

 

事前質問における追加の質疑 

 

１ 令和元年度「佐渡市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書」で指摘された「健

全な財政運営を図るための令和２年度以降の財政計画が作成されていない」理由を説明

してください。その後、財政計画が作成されたならお示しください。その際には、人口

減による税収や借金、その返済による影響についての見通しをデータで示して下さい。 

なし 

２ コロナ禍による佐渡市経済への影響を解説してください。その結果、今年度の税収

など歳入はどうなるのか、見通しを伺います。 
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記者： 

 先ほど事業所の 85％が影響あったいうアンケートの結果いただきました。何社対象に行われた、

いつぐらいに行われたアンケートなのか教えていただけますか。 

地域振興課商工・雇用推進室長： 

 商工会員様を対象としまして、調査期間は 8 月 24 日から 9 月 14 日でございます。 

記者： 

 何社ほどになりますか。 

地域振興課商工・雇用推進室長： 

 対象としては 1,800 件を対象としてるのですけども、回答いただいたのが 113 件ほどでございま

す。 

記者： 

 併せてなんですけども、こういったコロナの経済への影響っていうのは感心が来てるものだと思

いますので、もし可能であればこのアンケートをお示しいただくような内容を提示していただくよ

うなことって可能ですか。 

市長： 

 たぶん我々が整理した内部文書でございますので、特別な個人情報等が出ない部分は大丈夫だと

思いますので、個人情報の部分を精査した上で必要なものは提出できるようにいたします。 

 

３ 秋の四連休中の入り込み数と、数を踏まえたご所感をお聞かせください。 

４ 政府の観光支援策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で１０月から東京が対象となりま

す。観光振興と感染防止の両面から、ご所感、考えておられる対応をお聞かせください。 

記者： 

 10 月からのその東京を加えた GoTo キャンペーンの予約状況というか、それの説明ありますか。 

市長： 

 10 月の予約状況は今日説明していないです。比較的 GoTo の反応のほうはいただいておるところ

ではございますが、傾向的なものはちょっと観光振興課長から説明させます。 

観光振興課長： 

 10 月の予約状況というところですが、昨年の 10 月と比較したときに、それでもまだマイナス 36％

というところで推移してございます。 

記者： 

 ホテル、旅館のなんていうかその集客数まだまだ 100％までいかない状況ですか。 

観光振興課長： 

 ホテル、旅館のほうも入込状況、大体傾向ですけど、対前年で 85％くらいということなので、今

15％くらいのマイナスで推移してるかなというふうにして把握しています。 

 

５ 新庁舎建設について、市民意見では反対が賛成を上回りました。改めて、なぜ新庁

舎の建設が今必要だと考えるか、今後どのように市民に説明されるかお聞かせください。 
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なし 

 

６ 高速カーフェリー「あかね」の売却を含む佐渡汽船の経営全般について、前回の定

例記者会見以降何らかの動きがあればお聞かせください。また今後、関係４団体のトッ

プ会談など協議の日程は決まっているでしょうか。 

記者： 

 今後につきまして市議会の特別委員会では県の関与を求める声が上がってますが、市長そういっ

た県の対応について何か要望などございましょうか。 

市長： 

 離島振興法、有人国境離島も含めて基本的には国の元があって県が計画を作って、それに基づい

て我々が進めていくということになる関係でございますので、やはり新潟県のリーダーシップには

期待をしておるところでございますし、佐渡汽船は上場会社でございますが、我々にすると公共交

通機関でございますので、島民がしっかりと産業も含めて、安全安心に新潟を確実に往来ができる

体制作り、ここを佐渡としてはしっかりと県にお願いをして、まず県にご理解をいただいて進めて

いくというふうに私自身は強く感じております。 

記者： 

 そうしたリーダーシップを取っていただきたいというのを市としては何か要望を実際もう上げて

らっしゃるんですか。 

市長： 

 もちろん以前知事にお会いした時も含めて事務方の中でも打ち合わせの中でも、政策監をトップ

に県のほうと色々交渉といいますか会議を行っていただいておりますので、そういう中でも要望を

しながら進めているところでございます。 

 

記者： 

 今回の議会の中で実質出た案件としては JA の羽茂の物流に関しての陳情というところで採択は

されましたけれども、今後そういった陸路に物流が移っていくっていうことになった場合に、市と

して現段階で何か支援等は考えられるものはございますでしょうか。 

市長： 

 以前も佐渡汽船が一定程度の支援を赤泊の場合は行っている状況もございますので、この経営改

善の中で、この中で県の役割も含めてここは一緒に考えていくべきだと思っておりますし、やはり

産業においてその運賃につきましては、その商品のコストとしてすぐに跳ね返るものでございます

ので、産業の方々の努力だけでカバーできるものではございませんので、もちろん佐渡汽船、新潟

県、佐渡市、しっかりと議論しながら、支援の必要性も含めて考えていかなければいけないという

ふうには判断はしております。 

記者： 

 併せて今回の議会の中で具体的な議論の進捗ってのは見られませんでしたけれども、改めて県に

対してリーダーシップを取ってほしいってことでしたけれども、ここだけは佐渡市としては譲れな
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い部分だったりとか、具体的に何かあれば伺いたいんですけれど。 

市長： 

 譲れないというあれだとちょっと言葉に語弊がございますが、私どもとしては先ほどちょっと申

し上げましたが、島民が今医療も新潟へ行かないと受けられない医療が増えているわけです。我々

の命、また何かあった時に渡れる、何でも結婚式でもお葬式でもいいのですが、渡れるような仕組

み。我々離島には住んでおりますが、一国民として本土の皆さんと一緒に生活できる権利というも

のがあるわけでございますので、ここをしっかりと５万人を超える島、また産業、ちょっとあまり

ないと思いますが、工業系の産業がある離島でもあるわけでございます。そういう部分の中で雇用

も生まれてくるわけでございますので、安定的な船で渡れると。ここだけはずっと県に申し上げて

いきたいですし、私自身も佐渡市長としてそこをしっかりとこだわっていかなければいけないとい

うふうには判断しております。 

 

７ 25 日に佐渡中等教育学校の関係者らが県教育長を訪問し、副市長も同席されました。

要望の内容を改めてお聞かせください。また県教委にどのような議論を望むのか、市で

はこの問題にどう対応されるのかについても伺います。 

なし 

 

８ 菅義偉内閣が発足しました。佐渡市は拉致問題の解決や離島振興、佐渡金銀山の世

界遺産登録推進など、国との連携が必要な課題が多くあります。新政権への所感や要望

をお聞かせください。 

なし 

 


